
総会資料①

２０２０年3月末現在

項　　目 年月日 曜日 時　間 会場等 備　考

　理事会 4月5日 金 19:30～ バンビオミーティングルーム

　新人戦案内 4月5日 金

  第1回関西ブロック競技委員会 4月6日 土 13:00～17:00 京都府立総合福祉会館 ﾊｰﾄﾋﾟｱ京都第１会議室

　理事会 4月14日 日 13:00～15:00 バンビオ4階学習室1

　総会 4月14日 日 15：00～17：00 バンビオ4階学習室1

　新人戦申込締切日 4月30日 火

　新人戦体育館事前打合 4月19日 金 13：00～ 伏見港公園体育館 高田

　新人戦会場準備 5月11日 土 18:00～ 伏見港公園体育館

新人戦 5月12日 日 8:30～17:00 伏見港公園体育館

　関西ブロック会議 5月25日 土 13:00～16:00 新大阪丸ビル本館411 2名出席

　C級認定会 5月26日 日 9:00～17:30 宝ヶ池運動公園体育館・クラブハウス2F会議室B

　更新のための指導者講習会 6月16日 日 13:00～17:00 バンビオ学習室１ 12名参加

　公認指導者講習会(集合学習②) 6月23日 日 9:00～18:00 バンビオ学習室２ 21名参加

　審判ｸﾘﾆｯｸ(夏の大会事前ｸﾘﾆｯｸ） 6月23日 日 9:00～17:30 京都市こども体育館

　公認指導者講習会(集合学習①) 6月29日 土 9:00～18:00 亀岡小学校

　第1回レベルアップﾟ研修会 6月30日 日 9:00～16:30 京都市立日野小学校

　夏の大会　案内発送 6月7日 金

　体育館事前打合(夏の大会） 6月25日 火 11：00～ 太陽が丘体育館 高田

　夏の大会申込締切日 6月21日 金

　理事会 7月 １日 月 19:30～ バンビオ4階会議室１

　夏の大会組合せ抽選会・理事会 7月 ７日 日 9:00～12:00 バンビオ4階学習室１

　あやべ水無月まつり大会 7月 ７日 日 綾部市総合運動公園体育館

審判派遣(夏の大会滋賀県予選） 7月14日 日 五個荘体育館

　夏の全国予選会場準備 7月20日 土 18:00～ 太陽が丘体育館

夏の全国京都府大会 7月21日 日 ９:00～1７:00 太陽が丘体育館

　理事会 7月21日 日 大会終了後 太陽が丘体育館

シニアチャンピオンシップ(審判派遣） 8月10日 土 熊取町総合体育館（ひまわりドーム）

第29回夏の全国大会 8月18日 日 アダストリア水戸アリーナ（茨城県）

B級認定会事前研修会 9月1日 日 宝ヶ池運動公園

　関西ブロック連絡会 9月7日 土 13:00～15:00 新大阪丸ビル本館301

B級認定会事前研修会 9月8日 日 綾部市立豊里コミュニティーセンター

京都府児童福祉施設球技大会 9月14日 土 9:00～17:00 綾部総合体育館

第3回関西ブロック競技委員会(B級認定会) 9月15日 日 13:00～17:00 大阪市立柴島中学校

B級認定会事前研修会 9月16日 月 橋本市立　あやの台小学校

B級認定会事前研修会 9月22日 日 奈良県立　生駒南小学校

　関西ブロック研修会 10月13日 日 9:00～17:00 浪速区スポーツセンター

認定会・レベルアップ研修会 10月20日 日 綾部市立豊里コミュニティーセンター

JDBA全日本選手権(シニア） 10月20日 日 このはなアリーナ(静岡県）審判派遣

B級認定会事前研修会ちょきんぎょカップ 10月27日 日 和歌山県立体育館 審判派遣

笑顔あふれるドッジボール大会 11月3日 日 J-GREEN堺 審判派遣

京都ジュニアオープン大会前日準備 11月3日 日 18:00～21:00 亀岡運動公園体育館

京都ジュニアオープン大会 11月4日 月(祝） 8:00～17:00 亀岡運動公園体育館

大会終了後理事会 11月4日 月(祝） 亀岡運動公園体育館

　あやべオープン 11月10日 日 9:00～17:00 綾部総合体育館 審判派遣８名

第6回全国女子総合選手権　京都府大会 11月10日 日 9:00～17:00 綾部総合体育館

B級認定会事前研修会 11月16日 土 京都市立日野小学校
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北区少年補導ドッジボール大会 11月17日 日 佛教大学 審判派遣

B級認定会 11月17日 日 大阪市立柴島中学校

京都オープン前日準備 11月29日 金 18:00～ 福知山総合運動公園体育館

京都オープン 11月30日 土 9:00～17:00 福知山総合運動公園体育館

　理事会 12月22日 日 19:30～22:00  バンビオ会議室１

　全日本女子総合選手権 12月1日 日 愛知県豊田市スカイホール豊田

C級認定会 12月15日 日 むくのきセンター・精華台小学校

　関西ブロック会議 1月11日 土 14:00～17:00 新大阪丸ビル本館510

　春の大会事前クリニック 1月13日 月(祝） １０：００～ 京都市子ども体育館

　太陽が丘体育館利用団体懇談会 1月19日 日 9：30～ 太陽が丘体育館 高田

　理事会 1月12日 日 9:00～ 長岡京市バンビオ学習室１

　春の大会抽選会 1月12日 日 10:00～12:00 長岡京市バンビオ学習室１

西京区児童館ドッジボール大会 1月18日 土 ハンナリーズアリーナ 審判派遣

　体育館事前打合(春の大会） 1月14日 土 15：00～ 太陽が丘体育館 高田

　春の全国予選会場前日準備 1月25日 土 18:00～ 太陽が丘体育館

春の全国京都府大会　　　　　　　 1月26日 日 8:45～18:00 太陽が丘体育館

　滋賀県大会 2月16日 日 湖南市総合体育館 審判派遣

　理事会 2月19日 水 19：30～ バンビオ　ミーテイングルーム

関西ブロック大会　　　　　中止 3月14日 土 8:00～17:00 和歌山県立橋本体育館 審判派遣

　理事会 3月22日 日 13:00～16:00 バンビオ6階和室


